
スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

関西国際空港ご集合はご出発の２時間前となります　

10：45 ：関空発�<TW311便>�グアム直行

15：10 ：グアム着

：着後、ホテルへご案内　　　　 ＊空港～ホテル送迎付

　グアム 昼 × 夕 ×

終日： 自由行動

思い思いの休日をお楽しみください

　グアム 朝 × 昼 × 夕 ×

出発まで自由行動　（ホテルチェックアウトは１２：００となります）

出発時間に合わせて空港へご案内 ＊ホテル～空港送迎付

16：15 ：グアム発�<TW312便>�関空直行

19：05 ：関空着

朝 × 昼 × 夕 ×

発着地 関空（関空以外からご参加の場合、国内線特別代金プランの設定はありません）

日本発着時 ティーウェイ航空<TW>

利用航空会社

利用ホテル ● ベイビューホテルグアム<D>（眺望指定なし）

<グレード> ● ホリデーリゾート　＆　スパ　グアム<C>（部屋指定なし　※１）

● グアムプラザ・リゾート＆スパ<D>（眺望指定なし）

● パシフィック　アイランド　クラブ　グアム<B>（タワー指定なし　眺望指定なし※1）

● ホテル　ニッコー　グアム<A>（部屋指定なし）

● ヒルトングアム　リゾート　＆　スパ<A>（プレミアタワー　眺望指定なし）

（※１）全室ツインベッド利用となります

食事 朝食０回・昼食０回・夕食０回

添乗員 同行しません　現地係員またはホテル係員がご案内します

最少催行人員 １名

渡航手続き 下記の[ご注意]および裏面[渡航手続きについて]にてご確認ください
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2017年2017年2017年2017年2/1～3/222/1～3/222/1～3/222/1～3/22 関空発関空発関空発関空発

日次日次日次日次

4444

1名様より出発保証1名様より出発保証1名様より出発保証1名様より出発保証

●出発日限定だからこの価格！

●往路関空発午前便、復路関空着夜便利用♪

だから現地での滞在時間たっぷり！

●全コース、空港～ホテル間の送迎付き！

●６軒のホテルより選べます！

～おすすめポイント～

グアム４日間 ティーウェイ航空利用 ベイビューホテル <２名１室利用/おとなお１人/おとな・こども同額>

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています ※国内空港施設使用料等および海外空港諸税が必要となります

裏面のご注意もあわせてご覧ください裏面のご注意もあわせてご覧ください裏面のご注意もあわせてご覧ください裏面のご注意もあわせてご覧ください

ご注意ご注意ご注意ご注意

●機内食のサービスはご利用いただけません。お飲物はミネラルウォーターのみ無料です。毛布は有

料販売となります。サービス内容は予告なく変更となる場合があります。

●航空機発着時刻は2016年12月1日現在の情報です。予定時刻及びスケジュールは変更となる場合

があります。また、臨時便を利用する場合があります。最終旅行日程表にてご確認ください。 ●ハファ

ダイカードとエンジョイグアムは現地到着後お渡しいたします。（当コースには、KOMI-KOMIアイテムや

赤いシャトルバス等のご乗車は含まれません） ●ハファダイカードのサービス内容の詳細は、現地に

てカードと一緒にお渡しする「エンジョイグアム」にてご確認ください。 ●現地にて赤いシャトルバスの乗

車券の購入が可能です。コンチャラウンジ、またはツアーデスクまでお問い合わせください。 ●ベビー

バギーのレンタルは有料となります。 ●相部屋はお受けできません。おひとりで１部屋ご利用の場合は

追加代金が必要となります。 ●この旅行には、日本出発日時点で帰国日まで（入国時45日以上が望

ましい）有効期限が残っているIC旅券または機械読取式旅券が必要です。（2016年12月1日現在）

日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土 日日日日 月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金 土土土土
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3月3月3月3月

旅行代金カレンダー旅行代金カレンダー旅行代金カレンダー旅行代金カレンダー

2月2月2月2月

■グアム　４日間　旅行代金　  ■グアム　４日間　旅行代金　  ■グアム　４日間　旅行代金　  ■グアム　４日間　旅行代金　  旅行代金の区分けは旅行代金カレンダーと照らし合わせてご覧ください

■出発日：■出発日：■出発日：■出発日： 2017年2月1・2・3・7・17・19・24日、3月10・11・15・16・19～22日出発2017年2月1・2・3・7・17・19・24日、3月10・11・15・16・19～22日出発2017年2月1・2・3・7・17・19・24日、3月10・11・15・16・19～22日出発2017年2月1・2・3・7・17・19・24日、3月10・11・15・16・19～22日出発

除外日：除外日：除外日：除外日： パシフィック アイランド クラブ グアム　2/7発パシフィック アイランド クラブ グアム　2/7発パシフィック アイランド クラブ グアム　2/7発パシフィック アイランド クラブ グアム　2/7発

※旅行代金に空港税等は含まれておりません。（裏面参照） （２名１室利用/おとな・こども・ノーベッドこども同額/単位：円　）

ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ 航空航空航空航空 ﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙ AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE FFFF GGGG HHHH IIII JJJJ

7KBG47KBG47KBG47KBG4 T12T12T12T12 MCMCMCMC 69,80069,80069,80069,800 69 ,80069 ,80069 ,80069 ,800 69 ,80069 ,80069 ,80069 ,800 76 ,80076 ,80076 ,80076 ,800 76,80076,80076,80076,800 78 ,80078 ,80078 ,80078 ,800 81 ,80081 ,80081 ,80081 ,800 81 ,80081 ,80081 ,80081 ,800 81,80081,80081,80081,800 88,80088,80088,80088,800 0000 21 ,00021 ,00021 ,00021 ,000

7KBG47KBG47KBG47KBG4 T12T12T12T12 QAQAQAQA 69,80069,80069,80069,800 69 ,80069 ,80069 ,80069 ,800 69 ,80069 ,80069 ,80069 ,800 76 ,80076 ,80076 ,80076 ,800 76,80076,80076,80076,800 81 ,80081 ,80081 ,80081 ,800 81 ,80081 ,80081 ,80081 ,800 81 ,80081 ,80081 ,80081 ,800 81,80081,80081,80081,800 88,80088,80088,80088,800 0000 27 ,00027 ,00027 ,00027 ,000

7KBG47KBG47KBG47KBG4 T12T12T12T12 ABABABAB 70,80070,80070,80070,800 70 ,80070 ,80070 ,80070 ,800 70 ,80070 ,80070 ,80070 ,800 77 ,80077 ,80077 ,80077 ,800 77,80077,80077,80077,800 79 ,80079 ,80079 ,80079 ,800 82 ,80082 ,80082 ,80082 ,800 82 ,80082 ,80082 ,80082 ,800 82,80082,80082,80082,800 89,80089,80089,80089,800 0000 24 ,00024 ,00024 ,00024 ,000

7KBG47KBG47KBG47KBG4 T12T12T12T12 KQKQKQKQ 78,80078,80078,80078,800 78 ,80078 ,80078 ,80078 ,800 78 ,80078 ,80078 ,80078 ,800 85 ,80085 ,80085 ,80085 ,800 85,80085,80085,80085,800 87 ,80087 ,80087 ,80087 ,800 90 ,80090 ,80090 ,80090 ,800 90 ,80090 ,80090 ,80090 ,800 90,80090,80090,80090,800 97,80097,80097,80097,800 0000 33 ,00033 ,00033 ,00033 ,000

7KBG47KBG47KBG47KBG4 T12T12T12T12 FWFWFWFW 85,80085,80085,80085,800 85 ,80085 ,80085 ,80085 ,800 85 ,80085 ,80085 ,80085 ,800 89 ,80089 ,80089 ,80089 ,800 89,80089,80089,80089,800 92 ,80092 ,80092 ,80092 ,800 95 ,80095 ,80095 ,80095 ,800 95 ,80095 ,80095 ,80095 ,800 95,80095,80095,80095,800 101,800101,800101,800101,800 -3,000-3,000-3,000-3,000 42 ,00042 ,00042 ,00042 ,000

7KBG47KBG47KBG47KBG4 T12T12T12T12 EQEQEQEQ 85,80085,80085,80085,800 85 ,80085 ,80085 ,80085 ,800 85 ,80085 ,80085 ,80085 ,800 89 ,80089 ,80089 ,80089 ,800 89,80089,80089,80089,800 92 ,80092 ,80092 ,80092 ,800 95 ,80095 ,80095 ,80095 ,800 95 ,80095 ,80095 ,80095 ,800 95,80095,80095,80095,800 101,800101,800101,800101,800 -3,000-3,000-3,000-3,000 42 ,00042 ,00042 ,00042 ,000

利用ホテル利用ホテル利用ホテル利用ホテル

日日日日

数数数数

コースNO.コースNO.コースNO.コースNO. 旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金
トリプルトリプルトリプルトリプル

割引額割引額割引額割引額

代金代金代金代金

1人部屋1人部屋1人部屋1人部屋

追加代金追加代金追加代金追加代金

（相部屋不可）（相部屋不可）（相部屋不可）（相部屋不可）

4444

4444

4444

ベイビューホテルグアムベイビューホテルグアムベイビューホテルグアムベイビューホテルグアム

（眺望指定なし）（眺望指定なし）（眺望指定なし）（眺望指定なし）

グアムプラザ・リゾート＆スパグアムプラザ・リゾート＆スパグアムプラザ・リゾート＆スパグアムプラザ・リゾート＆スパ

（眺望指定なし）（眺望指定なし）（眺望指定なし）（眺望指定なし）

4444

4444

4444

ヒルトングアム リゾート ＆ スパヒルトングアム リゾート ＆ スパヒルトングアム リゾート ＆ スパヒルトングアム リゾート ＆ スパ

（プレミアタワー　眺望指定なし）（プレミアタワー　眺望指定なし）（プレミアタワー　眺望指定なし）（プレミアタワー　眺望指定なし）

ホテル ニッコー グアムホテル ニッコー グアムホテル ニッコー グアムホテル ニッコー グアム

（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）

パシフィック アイランド クラブ グアムパシフィック アイランド クラブ グアムパシフィック アイランド クラブ グアムパシフィック アイランド クラブ グアム

（タワー指定なし眺望指定なし）（タワー指定なし眺望指定なし）（タワー指定なし眺望指定なし）（タワー指定なし眺望指定なし）

ホリデーリゾート ＆ スパ　グアムホリデーリゾート ＆ スパ　グアムホリデーリゾート ＆ スパ　グアムホリデーリゾート ＆ スパ　グアム

（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）

幼児代金幼児代金幼児代金幼児代金 　 一律　10,000　 一律　10,000　 一律　10,000　 一律　10,000



お申し込みについてお申し込みについてお申し込みについてお申し込みについて

受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

   旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第１６９１号

〒１４１－００２１　東京都品川区上大崎２-２４-９

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約

に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

■ご旅行条件（要約）／（2015．10）■ご旅行条件（要約）／（2015．10）■ご旅行条件（要約）／（2015．10）■ご旅行条件（要約）／（2015．10）

■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2016年12月1日を基準としています。

又、この旅行代金は2016年12月1日現在有効なものとして公示されている運賃・規則、また

は2016年12月1日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

●１８歳未満の方のみのご参加はお受けできません。　グアムでは、１８歳未満の方が両親と同伴しない旅行をす

る場合（単独や片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、親の「渡航同意書（英文）」の持参が推

奨されています。同意書は必ずしも入国時に提示を求められるものではありません。同意書の持参についてはお

客様ご自身で判断ください。詳しくは販売店にお問い合わせください。　●２０歳未満の方のご参加には、親権者の

同意書が必要です。

渡航手続きについて渡航手続きについて渡航手続きについて渡航手続きについて

●パスポートについて、日本国籍の場合、パスポートは、日本出発時点で日本帰国日まで（入国時４５日以上が望

ましい）有効なIC旅券または機械読取式旅券が必要です。４５日以内の滞在の場合、査証は不要です。（IC旅券ま

たは機械読取式でない旅券の場合は査証が必要な場合があります）また、４５日以内の滞在でグアム－北マリアナ

査証免除プログラムを利用して入国するビザなし渡航者は、ESTAの事前申請は必要ありません。但し、ESTAの認

証が拒否された場合は、査証を取得しない限り航空機の搭乗や入国ができません。また、査証未取得に伴う旅行

取消については、当社所定の取消料をいただきます。（2016年12月1日現在）予告なく変更となる場合がございます

ので、必ず最新情報をご確認ください。

●セキュア・フライト・プログラムについて、米国運輸保安局の指示により、米国内空港を離発着するまたは米国籍

の民間航空機の保安強化のため、お客様のパスポート記載の氏名、生年月日、性別、レドレスナンバー（該当者の

み）を航空会社へ報告する必要があります。情報が入力されないと航空券の発券ができず、また情報に誤りがある

と搭乗に支障を来たしますので、お申し込み時に販売店へ正確なデータの提供をお願いいたします。情報は2016

年12月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。

こども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金こども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金こども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金こども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金

●旅行代金に、燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。燃油サーチャージが増

額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の払い戻しはございません。※燃油サー

チャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航

空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利

用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せられます。

●荷物の個数・重量・サイズの制限は航空会社により異なります。有料となる場合がありますので、各航空会

社にお問合せください。　●サーフボード、ウィンドサーフィン、ゴルフバッグ、ダイビング器材、自転車等の大型

手荷物をお持ちになる際は、航空会社により超過手荷物料金が必要となる場合や、お預かりできない場合があ

ります。また、現地では空港～ホテル間に別途運搬料が必要な場合があります。大型手荷物をお持ちになる場

合は、必ず出発の15日前までに販売店へお申し出ください。

【こども代金】旅行出発日当日を基準として2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。【ノーベッドこども代金】旅

行出発日当日を基準として2歳以上12歳未満のお子様で、航空座席をご利用になり、ホテルのベッドなどをご利用

にならないお子様に適用されます。【幼児代金】旅行出発日当日を基準として２歳未満のお子様で、航空座席、食

事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用されない方に適用されます。但し、幼児が航空座席を専用で使用する場

合には「ノーベッドこども代金」を適用します。現地滞在中に２歳になる場合は、必ず販売店にお申し出ください。

お部屋のベッドタイプについてお部屋のベッドタイプについてお部屋のベッドタイプについてお部屋のベッドタイプについて

各コースはいずれもレギュラールーム（２人用のお部屋）が基本となります（トリプルルーム、ファミリールームタイプ

のコースを除く）。【レギュラールーム】２人用のお部屋にはシングルベッドが２台の「ツインベッドルーム」とキングま

たはクイーンサイズの大型ベッド１台の「ダブルベッドルーム」の２種類があります。ＪＴＢではできる限り「ツインベッ

ドルーム」をご用意いたしますが、場合によっては「ダブルベッドルーム」に２台目のベッドとして簡易ベッド（エキスト

ラベッドまたはソファーベッド）を入れてご利用いただくことがあります。ハネムーナーやご夫婦等のカップルでご参

加の際は、「ダブルベッドルーム」で大型ベッド１台のみのご利用となる場合があります。「ダブルベッドルーム」のみ

のお部屋タイプでは、カップル以外でご参加の場合でもすべてベッド１台のみのご利用となります。【トリプルルー

ム】１部屋にベッドが３台あるお部屋です。

燃油サーチャージについて燃油サーチャージについて燃油サーチャージについて燃油サーチャージについて 機内預け荷物・大型手荷物持ち込みについて機内預け荷物・大型手荷物持ち込みについて機内預け荷物・大型手荷物持ち込みについて機内預け荷物・大型手荷物持ち込みについて

大阪発大阪発大阪発大阪発 旅のアウトレット旅のアウトレット旅のアウトレット旅のアウトレット 検索検索検索検索

■ マークの見方

�：飛行機　　○：食事あり　　X：食事なし　　機：機内食

■ 時間帯のめやす

未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00：00 04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 24：00

■■■■募募募募集集集集型型型型 企企企企画画画画旅旅旅旅行行行行契契契契約約約約：この旅行は（株）ＪＴＢワールドバケーションズ（以下「当社」と

いいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企

画旅行契約（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、

下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程

表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行の お申し込み及び契約成立時期：■旅行の お申し込み及び契約成立時期：■旅行の お申し込み及び契約成立時期：■旅行の お申し込み及び契約成立時期：当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」

といいます。）にて当社所定の申込書に所定の事項を記入し、下記の申込金を添えてお申

し込みください。申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵

便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知し

た翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。旅行

契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

■申込金：■申込金：■申込金：■申込金：

■旅行代金の お支払い：■旅行代金の お支払い：■旅行代金の お支払い：■旅行代金の お支払い：旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１

日目にあたる日より前に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支

払いください。また、お客様が当社が発行する又は提携カード会社のカード会員である場

合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあ

ります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日とい

たします。

■「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：「通信契約」を希望さ れるお客様との 旅行条件：当社提携クレジットカード会社の

カード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支

払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受ける場合があり

ます。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできるカー

ドの種類も受託旅行業者により異なります。）

●契約成立は、当社らが郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（電話、ｅ-mail

等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込

時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。

旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカード利用日は「契約解

除依頼日」とします。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合

は、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して７日以

内をカード利用日として払い戻します。）

旅行代金 申込金(お1人様）

５０万円以上 １０万円以上旅行代金まで

３０万円以上５０万円未満 ５万円以上旅行代金まで

１５万円以上３０万円未満 ３万円以上旅行代金まで

１０万円以上１５万円未満 ２万円以上旅行代金まで

１０万円未満 旅行代金の２０％以上旅行代金まで

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえお申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。

管理コード：8679181

■取消料：■取消料：■取消料：■取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消

料として申し受けます。（お１人様）

注）日程中に３泊以上のクルーズを含み（日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、各

コースページに取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額を取消

料として申し受けます。

■海外危険情報について：■海外危険情報について：■海外危険情報について：■海外危険情報について： 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡

航に関する情報が発出されている場合があります。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを

登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール等を受け取れる外務省のシ

ステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」へのご登録をお勧めします。

契約解除の日

４/２７～５/６、７/２０～８/３１

１２/２０～１/７に開始する旅行

左記以外の日に開始する旅行

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって４０日目にあたる日

以降～３１日目にあたる日まで

旅行代金の１０％

（１０万円を上限）

無料

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって３０日目にあたる日

以降～１５日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算して

さかのぼって１４日目にあたる日

以降～３日目にあたる日まで

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・５万円

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・３万円

旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・２万円

旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

お客様へ 海外旅行のお申し込みには、正しい旅券情報（お名前のローマ字つづり、性別など）が必要です。

　現地オプショナルツアー（別料金）が

　　インターネットでお申し込みいただけます♪

ＪＴＢ海外オプショナルツアーＪＴＢ海外オプショナルツアーＪＴＢ海外オプショナルツアーＪＴＢ海外オプショナルツアー 検索でででで

■ 空港税等について■ 空港税等について■ 空港税等について■ 空港税等について

■航空券発券時に徴収することを義務付けられている空港税等一覧（販売店でお支払いいただくもの）

日本：（　　　）内はこども、幼児不要　　　グアム：特に記載のない場合は、おとな・こども・幼児同額

国名 税の名称 対象 税額 日本円目安額

関西国際空港施設使用料 国際線出発 2,730円（1,370円） -

関西国際空港旅客保安サービス料 国際線出発 310円 -

入国審査料 国際線到着 7.00USドル 800円

税関審査料 国際線到着 8.29USﾄﾞﾙ 940円

空港施設使用料 国際線出発 4.50USドル 510円

航空保安料 国際線搭乗 5.60USドル 640円

※上記日本円換算目安額は 合計額　約 5,930円

2016年12月1日現在の情報 現在の情報 三菱東京UFJ銀行売渡ﾚｰﾄによります。

１ＵＳドル＝約 113円 （10円未満切り上げ）

●渡航先の国々（または地域）によっては、その国の法律などにより渡航者個人に対して空港税等（出入

国税、空港施設使用料、税関審査料など）の支払いが義務づけられています。●複数の国や都市を訪問

する旅程では、空港税等はその都度必要となります。また同じ旅程であっても使用する航空機便の経由す

る空港や国や都市の巡り方によってその合計が異なることがあります。●旅行代金には空港税などは含

まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収すること事を義務付けられているものまた、日

本の各空港施設使用料等についてはお申し込みの販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いくだ

さい。　（2016年12月1日現在）

●日本円換算額はご出発３５日前に確定させていただき、それ以降の為替変動による追加徴収・返金は

いたしません。　換算レートは水～土曜日発は５週間前の月曜日午前中の終値、日～火曜日発は６週間

前の月曜日午前中の終値（終値はいずれも三菱東京ＵＦＪ銀行売渡レート）によります。●空港税等の新

設、税額に変更があった場合は徴収額が変更になる場合があります。

日本

グアム

客室利用人数について客室利用人数について客室利用人数について客室利用人数について

＜ホテルニッコーグアム、ホリデイリゾート＆スパグアム＞

１室最大利用人数は、５名様（内、幼児は計２名様まで）、ベッドは最大３台となります。

＜上記以外のホテル＞

１室最大利用人数は、４名様（内、幼児は計２名様まで）、ベッドは最大３台となります。


